シーゲート・ソフトウェアに関する
エンドユーザ・ライセンス契約
本エンドユーザ・ライセンス契約（以下「本ライセンス契約」といいます。）を
慎重にお読みください。「同意します」をクリックすることで、または本製品
（ソフトウェアおよび関連ファイル（以下「本ソフトウェア」といいます。）、
ハードウェア（以下「本ハードウェア」といいます。）、ディスク、その他のメ
ディアを含みますがこれらに限られません。）（以下「本製品」と総称しま
す。）の全てまたは一部をダウンロード、セットアップ、インストールまたは使
用するために何らかの方法を採ることで、貴殿および貴殿の会社は本ライセンス
契約の全ての条項および条件を承認したことになります。貴殿が本製品を貴殿の
会社で使用する目的で取得する場合、貴殿は自らが授権された代表者であり、そ
の権限で貴殿の会社に本ライセンス契約を遵守させる旨表明するものとします。
貴殿が同意しない場合、「同意します」のクリック、本ソフトウェアのダウンロ
ード、セットアップ、インストールまたは使用は行わないでください。
1. 所有権 本 EULA は Seagate Technology LLC ならびに、Seagate Technology LLC
お よ び Seagate Technology LLC と 共 通 の 管 理 下 に あ る 、 あ る い は Seagate
Technology LLC を管理する関連企業（LaCie の名前またはブランドで運営される関
連企業が含まれまるが、これらに限定されない）（以下総称して「Seagate」また
は「当社」）のソフトウェアおよび製品に適用されるものです。Seagate およびそ
のサプライヤーは本ソフトウェアの、または本ソフトウェアに対する一切の権利、
所有権、利権およびその一切の知的財産権を所有します。本ソフトウェアは、使
用許諾されたものであって、譲渡されたものではありません。本ソフトウェアの
構造、構成およびコードはシーゲートおよびそのサプライヤーの貴重な企業秘密
かつ機密情報です。本ソフトウェアは、米国その他の諸国の著作権法を含みます
がこれらに限られない著作権法、その他各知的財産法および条約により保護され
ています。本使用許諾契約において「サード パーティ ソフトウェア」は「ソフト
ウェア」とは見なされず、「ソフトウェア」には含まれません。「サード パーテ
ィ ソフトウェア」とは、シーゲートが使用を許可したサード パーティの特定ソフ
トウェアを指し、お客様がライセンスを取得されているソフトウェアのバージョ
ンによって提供されるものです。サード パーティ ソフトウェアは一般的に下記利
用規約の制約を受けませんが、当該サード パーティ ソフトウェアのライセンサに
よる利用規約の対象となります。サード パーティ ソフトウェアのご利用は、当該
ライセンサの使用許諾契約の対象となり、その制約を受けます。ただし、本使用
許諾契約のセクション 1、5、6 の制約も受けます。 本エンド ユーザ使用許諾契約
に従い、お届けした当該サード パーティ ソフトウェアのライセンスおよび/または
法的事項はhttp://www.seagate.com/support/by-topic/downloads//か、LaCie ブランドの
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製品に関してはhttp://www.lacie.com/support/でご確認いただけます。当該サード パ
ーティ ソフトウェアに関しては、かかるサード パーティ ソフトウェアの全ライセ
ンス条項の利用規約を守ることに同意いただきます。 サード パーティ ソフトウェ
ア の ソ ー ス コ ー ド 入 手 に 関 す る 情 報 は http://www.seagate.com/support/bytopic/downloads/か、LaCie ブランドの製品に関してはhttp://www.lacie.com/support/を
ご覧ください。
2. 本製品のライセンス 貴殿が本ライセンス契約を遵守することを条件として、
シーゲートは貴殿に対し個人的、非独占的、譲渡不能な制限付ライセンスを付与
しており、当該ライセンスにより関連文書に記載される使用目的に限り、貴殿は
社内で、その利用場所に設置されたデバイス 1 台に本ソフトウェア 1 本をインス
トールし、使用することができます。本製品に付属するメディアに含まれる一部
の第三者ソフトウェアの使用については、別途のライセンス契約の条項および条
件に従うことがあり、そうしたライセンス契約は、当該製品と共に提供されるメ
ディア内の"Read Me"ファイルに含まれていることがあります。ソフトウェアには、
サード パーティが提供する特定のサービス (「サード パーティ サービス」) に接
続、またはそのようなサービスを使用するためのコンポーネントが含まれます。
サード パーティ サービスのご利用にあたり、当該サード パーティ サービス プロ
バイダの使用許諾契約に合意いただくことになります。本契約で明示的に規定す
る場合を除き、本ライセンス契約は貴殿に本製品の知的財産権を付与するもので
はなく、シーゲートおよびそのサプライヤーは、明示的に貴殿に付与されない一
切の権利を留保するものとします。黙示的な権利は一切存在しないものとします。
2.1. 本ソフトウェア 貴殿はまた、バックアップおよび災害復旧目的で行う場合
に限り、本ソフトウェアのコピー1 本を作成することができます。貴殿は本ソフト
ウェアの変更または修正、または本ソフトウェアの新しいインストーラーの作成
をすることはできません。本ソフトウェアはシーゲートにより同社ストレージ製
品のみと併用する目的でライセンスおよび配布されており、シーゲートストレー
ジ製品以外の製品との併用は許可されていません。
3. 制限 貴殿は以下を行うことは認可されていません
a.
本製品または（本ソフトウェアを含みますがそれに限らず）本製品
の一部もしくはパーツを基に派生的製品を作成すること。
b.
本製品の全部または一部を複製すること。
c.
下記第 11 条で明示的に認められている場合を除き、第三者に対して
本製品の全部または一部を販売、譲渡、ライセンス、開示、その他
引き渡しもしくは利用させること。
d.
本契約上の禁止規定にかかわらず適用法により明示的に認められて
いる行為は、その認められている限度において除き、本製品または
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e.
f.
g.

その一部もしくはパーツを変更、修正、デコンパイルすること、ま
たはそのリバース・エンジニアリングを試みること。
第三者に業務を提供するために本製品を使用すること。
ソフトウェアのオープンソース使用許諾契約にまだ同意されていな
い場合は、同意なさるようお勧めいたします。
本製品上の財産権の表示または商標を取り除きもしくは変更するこ
と。

4. 更新 貴殿が本ソフトウェアの更新版もしくはアップグレード版または新版
（以下「更新版等」といいます。）を受け取る場合、貴殿は更新版等を使用する
ために旧版の有効なライセンスを取得していなければなりません。貴殿に提供さ
れる全ての更新版等は本ライセンス契約の条項および条件に従うものとします。
貴殿は、更新版等を受け取る場合、自らの占有、保管または管理のもと、引き続
き本ソフトウェアの旧版を使用することができます。シーゲートは、更新版等の
提供により本ソフトウェアの旧版をサポートする義務を負わないものとします。
シーゲートは本ライセンス契約に基づきサポート、メンテナンス、更新版等また
は修正版を提供する義務を負いません。
5. 保証の不存在 本製品およびサード パーティ ソフトウェアは現状渡しとして提
供され、明示的に黙示的にもいかなる保証も付されません。シーゲートおよびそ
のサプライヤーは法定のものであると、明示的であると黙示的であるとを問わず
一切の種類の全ての保証を明確に放棄します。当該放棄される保証には商品適格
性、特定目的への適合性および非侵害性に関する黙示的な保証を含みますが、こ
れらに限られません。サード パーティ サービスはシーゲートが提供するものでは
なく、したがってシーゲートではサード パーティ サービスに関する保証は一切い
たしません。 サード パーティ サービスのご利用はお客様ご自身の責任に帰すも
のとします。
6. 偶発的、間接的その他特定の損害の除外 適用ある法律により許容される範囲
で、シーゲートまたはそのライセンサーやサプライヤーはいかなる場合も、本製
品またはその一部もしくはパーツの使用もしくは使用不能から発生する、サービ
スおよびサード パーティ サービスに関連する、またはそのことに何らかの形で関
連する、あるいは本ライセンス契約の規定に基づくまたはこれに関連する一切の
特別、偶発的、懲罰的、間接的または二次的損害（利益もしくは秘密その他の情
報の喪失による、事業の中断による、人身障害による、プライバシー逸失による、
善意もしくは注意義務などの責任を果たさなかったことによる、怠慢による、そ
の他一切の金銭上その他の損失による損害を含みますがこれらに限られませ
ん。）について責任を負わないものとし、これはシーゲートもしくはそのライセ
ンサーやサプライヤーによる過失、不法行為（過失によるものを含む）、不実表
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示、厳格責任、契約違反または保証違反の場合であると、シーゲートまたはその
ライセンサーやサプライヤーがかかる損害の可能性を知らされていた場合である
と、あるいは本契約または救済手段の本質的な目的の不履行の場合であるとを問
いません。
7. 責任の制限 貴殿が理由の如何を問わず被る損害にかかわらず、本ライセンス
契約の規定および貴殿の本契約上の唯一の救済に基づくシーゲートの包括的責任
は限定的なものであり、いかなる場合もシーゲートの累積的損害賠償総額はライ
センシーが本製品についてシーゲートに支払った費用を上回らないものとします。
また、いかなる場合においても、シーゲートのライセンサまたはサプライヤーは、
あらゆる種類の損傷に対して一切の責任を負いません。
8. プライバシー シーゲートによる本製品関連の個人情報の収集および使用、開
示 は 、 シ ー ゲ ー ト の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー (http://www.seagate.com/legalprivacy/privacy-policy/) に従って行われます。Seagate のプライバシー・ポリシーに
詳しく説明されている通り、一部製品にはユーザが製品設定を管理することがで
きる製品ダッシュボードが含まれている場合があります。これには、個人を特定
できる情報に関連する匿名の統計使用データの利用が含まれますが、これに限定
されません。お客様は、当該製品向けにお客様が選択された製品ダッシュボード
の設定に従い、Seagate がお客様のデータの収集、使用、開示を行うことに同意す
るものとします。また、第 11 条に記載されている通り譲渡が行われる場合は、お
客様が設定の変更を行わない限り、あるいは設定の変更を行うまでは、以前のラ
イセンシーが選択した設定に同意するものとします。
9. 補償 本ライセンス契約を承認することにより、貴殿は、貴殿が本製品を使用
したこともしくはその他の本製品(サード パーティ サービスを含みますがこれら
に限られない)に関連することから、またはそれに関連してもしくはその結果とし
て発生する一切の直接的、間接的、偶発的、特別、二次的、または懲罰的損害か
らシーゲート、その役員、従業員、代理人、子会社、関連会社、その他のパート
ナーを補償し、あるいは免責することに同意するものとします。
10. 国際取引における遵守事項 本ライセンス契約に基づきダウンロードできる本
ソフトウェアおよび一切の関連する技術データはアメリカ合衆国（以下「米国」
といいます。）の関税および輸出管理に関する法令に準拠するものとし、またダ
ウンロードが実行された国における関税および輸出管理に関する法令に準拠する
場合があります。さらに、米国法に従い、本ライセンス契約に基づきダウンロー
ドできる本ソフトウェアおよび関連する技術データは、一定の国々に対して販売、
リースその他譲渡することができず、また規制対象となっているエンドユーザ
（http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htmのウェブサイトに
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掲載されている米国政府規制対象者リストの該当者）もしくは大量破壊兵器に関
する活動に携わるエンドユーザに使用させることはできません。かかる大量破壊
兵器に関する活動には、核兵器、核物質、核施設、ミサイルもしくは援護ミサイ
ル計画、または化学兵器もしくは生物兵器の設計、開発、製造に関連する活動を
含みますが、これらに限られません。貴殿は、自身がキューバ、イラン、北朝鮮、
スーダンまたはシリアの国民、国籍保有者もしくは住人でない、または貴殿が米
国の輸出管理法に規定されている規制対象のエンド・ユーザーの該当者ではない、
あるいは貴殿が拡散活動に従事していない旨、同意するものとします。さらに、
貴殿は、自身がこれらの国の政府による管理下にない旨、および本ソフトウェア
および関連する技術データを直接的にも間接的にも上述の国々またはその国民、
国籍保有者もしくは住民、または規制対象となっているエンド・ユーザーに対し
て、あるいは規制対象となっているエンド・ユースのためにダウンロードその他
輸出もしくは再輸出しない旨同意するものとします。
11. 一般条項 ライセンシーとシーゲート間の本ライセンス契約は、抵触法の原則
にかかわらず、カリフォルニア州法に準拠し、これにより解釈されるものとしま
す。本ライセンス契約はシーゲートと貴殿間の本製品に関する包括的な合意であ
り、貴殿による本製品の使用を管理するものであり、本契約の目的に関する貴殿
とシーゲート間の一切の従前の契約に優先するものです。本ライセンス契約のい
ずれかの規定が、管轄権ある法域の裁判所により法律に抵触すると判断された場
合、当該規定は法律で許容される範囲で当初の規定の目的を最大限に履行するよ
う変更、解釈されるものとし、本ライセンス契約のその他の規定は引き続き有効
となります。本製品および関連する技術データは制限付権利を付して提供されま
す。米国政府による使用、複製、または開示は、DFARS 252.227-7013（技術デー
タおよびコンピュータ製品の権利）の(c)(1)(iii)または、適用ある場合、48 CFR
52.227-19（商用コンピュータ製品－制限付権利）の(c)(1) および (2)に定める制限
規定に準拠します。製造元はシーゲートです。貴殿は本ライセンス契約または本
ライセンス契約上の一切の権利を移転または譲渡することはできません。ただし、
貴殿が、他のエンド・ユーザーに対して本ライセンス契約または本ソフトウェア
を一回限りで、永続的に譲渡することができる場合はこの限りではないものとし
ます。その場合、①貴殿が本ソフトウェア、本ハードウェア、メディア、印刷さ
れた資料、更新版（存在する場合）および本ライセンス契約のコピーを一切保管
せず、②譲渡の前に、本ライセンス契約および本ソフトウェアを受領したエン
ド・ユーザーが、本ライセンス契約のすべての条項に同意していることを条件と
します。本条項に反する一切の譲渡の試みは無効となります。シーゲート、シー
ゲートのロゴ、ならびにその他のシーゲートの名称およびロゴはシーゲートの商
標となります。
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